
はじめに

本稿は、平成 年度基礎演習 を担当した筆者の実践報告である。第 回から第 回まで

の授業で筆者が採り入れたグループ学習の方法について、その導入に際して検討した項目、

導入する際の留意事項、実践状況、成果および今後の課題を述べていきたい。この 回を特

に取り上げた理由は、教材となる記事の選定やその活用法、授業運営などに担当教員の判断

が反映されるからである。以下、 クラスを担当した筆者がいかなる取り組みをしたのかを

述べていく。

． 基礎演習 および少人数教育について

基礎演習および学生の特質

本学における 年次の導入科目は前期科目として基礎演習 、後期のそれは基礎演習 で

あり、それぞれ 単位で卒業必修科目と位置付けられている。その基本的な教育内容や目標

をシラバスから抽出すると以下の図表 のようになる。
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また就業力の基礎の練習回数を整理すれば以下の図表 のようになる。

改めて述べるまでもないが、基礎演習 の講義に含まれる要素は以下の二つに大別でき

る。第一が、大学生が学問的素養を身に着けるために必要なアカデミック・スキルズであ

り、第二が、キャリア形成と連接した就業力の基礎である。重要な点はこの二つの要素は相

互に排他的で矛盾するものではなく、重複する部分も多いことである。たとえば文章作成能

力は、一方で学生が学期末の論述試験やレポートあるいは卒業論文で必要な能力であり、他

方で就業においても就職活動でエントリーシートなどを書くために必要不可欠なものであ

る。

ただし、学生の受け止め方が違う点には留意すべきであると考える。本学学生の特質とし

て実学志向が強い一方で、身に着けたいことの中身については漠然としていることが挙げら

れる。すなわち、将来に備えて知識や技能の習得が必要なことは理解しているが、それを具

体化する手順についての考えが不明瞭なため、就学意欲や学習意欲に改善すべき点がみられ

る ）。こうした特質を踏まえれば、学生が講義の中で就職関係に役立つとなれば関心を示

し、それと切断した形での学問上の説明にはそれほど関心を示さなくなる傾向になりやすい

と容易に判断できる。

とすれば、アカデミックな論題であっても努めて就業にかかわる問題に置き換えて説明し
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図表 シラバス

内 容 目 標

基礎演習 ・学生成長カルテ

・ 月 おすすめの一冊（作

文および発表）

・ 月 新聞の読み取りを通

した共同作業

・生活習慣や学習習慣を身につけることの意義

・大学で学ぶことの意義を知る

・就業力の基礎（コミュニケーション能力、プ

レゼンテーション能力、文章作成能力）を身

につける

・学生成長カルテに取り組む

基礎演習 ・学生成長カルテ

・三つのポリシーについて

説明およびレポート

・新聞記事

・レポートを作成し、発表する能力の向上

・社会人として必要な文章作成能力の向上

・就業力の基礎を身につける

・将来の進路をみすえた学修の必要性に気付く

図表 年度就業力の基礎練習回数

科目 各能力 コミュニケーション プレゼンテーション 文章作成

基礎演習 月 回 回

月 回 回

月 回

月 回程度

月 回（作文・台本）

月 回程度（定型用紙記入式）

基礎演習 回 回 回

計 回 回 回程度 回

）本学の 学生成長サポート調査 等による。
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ていく方が教育効果を望めるのではないだろうか。筆者はこの判断に基づき、就業力の基礎

とアカデミックな問題との関連性を把握しようと試みた。

そこで就業力の基礎である、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、文章作

成能力をブレイクダウンさせて、かつそれぞれの能力について学生の現状を以下の表 のよ

うに判定・整理し、実際の教育に際して実践しようと企図した ）。なお、この判定の根拠に

は前年度非常勤講師として基礎演習 および学習リテラシー ・ を担当した経験も活用さ

れている。

上述の図表 と基礎演習 の授業計画を重ね合わせて、とくにコミュニケーション能力に

留意することが重要であろうと考えた。というのもグループ学習はグループ成員間のコミュ

ニケーションを重視しているが、成績評価者である教員とのコミュニケーションが弱いので

はないかと考えられるからである。通常の授業では学生は教員を成績評価者であると強く意

識することはあまりない。せいぜい単位取得に危機感を抱いた学生ぐらいのものである。と

ころが企業に勤めだすと常に上司の存在を意識しなければならなくなる。教員を上司に見立

ててグループ作業をさせるほうが、就業力の基礎の観点から良いのではないかと考えるに

至った。

このような判断の上に筆者は、教育方法および教材選定を検討した。

グループ学習についての考察

第 回から第 回までの講義はグループ学習であるが、グループ学習のあり方について上

記の特質を踏まえながら筆者が検討した教育方法を述べていきたい。

グループ学習については様々な方法が開発され、実践されているが、いずれも学生の自習

性を重んじるという点では共通しているようである。一般的にはこのような学生に個人作業

をさせるのではなく、チームを編成し、チーム（学生）に裁量を与えるような形で複数の学

生がかかわる教育法はアクティブ・ラーニングと呼ばれる。

）各能力のブレイクダウンの根拠はそれぞれ以下のような文献を参照した。
コミュニケーション能力については、斉藤孝 コミュニケーション力 岩波新書 年。プレゼン

テーション・文章作成能力については、黒木登志夫 知的文章とプレゼンテーション─日本語の場合、英
語の場合 中公新書 年。その他、小林康夫 船曳建夫編 知の技法 東京大学出版会 年
を参照。

図表 各能力の定義および学生の特質

各能力 学生の特質

コミュニケーション能力

・連携能力（報告連絡相談）

・調整能力 通常のコミュニケーション能力

友人同士間の会話はできるが、教員との会話に

ついては不十分、敬語が使えない

プレゼンテーション能力

・表現力 収集した資料や情報を整理・発信

経験値が低い

文章作成能力

・レポート作成の基本能力

作文の基本を知らない、誤字脱字が目立つ



アクティブ・ラーニングは、 学生参加型授業 、 協調 協同学習 、 課題解決 課題探

究 、 （ 課題解決型学習法）といった教育手法を包括した

概念である ）。これらをすべて研究し尽くすことは困難であるが、基礎演習 の該当授業に

適用できそうな手法をいくつか検討した。

ここでは一例だけを挙げておく。筆者が最も関心を寄せたのは、三重大学高等教育創造開

発センターの発行する 第 号（ 年 月 日発行）であった。 年度

教育支援プログラムの成果報告 新聞記事を用いたワープロによる文書作成の演習

では、工学部の 年生に テーマを決めさせる、 そのテーマの内容の記事を新聞記事（産

業紙）から から 本ピックアップさせる、 記事の一覧を定型化されたフォーマットに

従って作成させる、 テーマにあった記事を選定させ、該当記事をコピーさせる、 報告書

のタイトル、 報告書の作成、という手順が示されていた。しかしながら新聞記事の選定作

業やテーマ設定など作業の工程が 回の授業回数では収まり切りそうにもないと判断して見

送った。

上記の検討作業と同時並行的に について少し調査を行った。デンマークのオルボー

大学の取り組みや、また日本でも大学や高専などでも採り入れているところがあり、分野で

見た場合、医学系、教育系の諸分野で導入されているところが多いのは周知の事実であろう ）。

その中で富山工業高等専門学校の取り組みが参考になるのではないかと考えた ）。結論を述

べれば、 そのものをそのまま授業では導入できそうにもないと言うことであった。学

生が問題を解決するには授業時間外も含めて、やはり十分な時間を与えなければならないか

らである。その意味でこの検討は上述した三重大学の結論と同じであった。ただし富山高専

のこの が取り上げた項目で参考になったものもあった。これについては後述したい。

こうした状況を踏まえ新聞記事で疑問を感じた項目等から問いを作り仮説を考え、調査

し、それをまとめ発表するという基礎演習 で採用されている手法を使うことにした。

． 本学授業への適用について

基礎演習 においてグループ学習という形で学生参加を促す授業を実践するために、上述

した学生の特質や教育方法を踏まえ就業力の基礎の再構成という手順を経てその適用を検討

した。
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）溝上慎一 アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等研究 第 号（ 年）
（ 年 月 日最終確認）。 の定

訳も不明瞭なところがある。 問題基盤型学習 と訳されることもある。たとえば横山千晶 自己を表現
する、自分を発見する─身体知の可能性 初年次教育学会編 初年次教育の現状と未来 世界思想社
年 頁参照。

）医学部系ではかなり詳細なプログラム教育が行われている。何冊かの本を取り上げて読んだが、学んだ
医学の知識と現場（問題発生の場）をつなぐ教育法として体系化されているように思える。たとえば吉田
一郎、大西弘高編 実践 テュートリアルガイド 南山堂、 年。
）富山工業高等専門学校の に関する 。 （ 年 月 日最
終確認）
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就業力の基礎

就業力の基礎という言葉の意味も逆共通性─ブレイクダウンとは反対に─を見出すこと

は、筆者にとって必要不可欠な作業であった。コミュニケーション能力、文章作成能力、プ

レゼンテーション能力と三つの要素に区分されているとはいえ、この三つに共通する要素が

あるのではないかという疑問をずっと抱いていたからである。

筆者は長年、公務員試験予備校で講師として勤務した経験があり、 次試験科目以外にも

模擬面接では面接官役も数多くこなしてきた。その経験上、確実に合格する受講生は模擬面

接でもその実力を如何なく発揮してきたが、そのような受講生は自分の頭で考えるという共

通性があった。

それは 次試験対策では長期計画の作成と実行において発揮されただけではなく、個々の

科目の勉強においても見られた。すなわち自分の実力と合格レベルの差を把握し、試験日ま

での準備期間から学習計画を立案し実行しつつ必要な修正作業を行い、かつ試験科目の知識

を単に丸暗記するのではなく、文章化する作業などを行って体系的理解に努めているのである。

またビジネスの世界は筆者にとって門外漢であるが、数多く出版されているビジネス書の

類を紐解けば、 デキル社員 なる者が登場する。それらの社員は押しなべて自分で考える

社員であり、その考えるための着眼点の差こそが デキル・デキナイ の分水嶺であると述

べられていることがわかる。

以上の点から就業力の基礎を 自分で考える力 があることを前提にしていると考えた。

図表 に示してあるように、就業力の基礎である、コミュニケーション能力、文章作成能

力、プレゼンテーション能力を駆動させる力が 自分で考える力 なのである。ここから学

生が 自分で考える力 を身に着けるための工夫に留意するという判断が導き出された。ま

た既述したように、就業力の基礎項目をブレイクダウンさせたが、それら各項目を実践する

にあたって自分で考えることは必要不可欠である。したがって繰り返し述べるが、学生が自

分で考えられるような工夫が必要なのである。

出席をする工夫およびグループ分け

通常の授業も同様ではあるがグループによる課題作業を前提とする以上、学生が授業に出

席しなければ成立しない。そこで基礎演習 授業開始当初から出席の重要性を再三強調して

きた。またグループ学習がいよいよ導入される段階になると、欠席が作業上他のメンバーに

とって迷惑になり、課題の成否にかかわることを改めて注意喚起した。そして友人同士で励

ましあうことを奨励した。

グループ分けについてもメンバー間の相性が悪ければ、チーム崩壊する危険性があるの

図表

就業力の基礎

コミュニケーション能力・文章作成能力・プレゼンテーション能力

自分で考える力



で、この点に留意してクラスごとに分け方を変えた。なお本稿では筆者が担当した クラス

を クラスと クラスと便宜上呼称する。

クラス（ 名弱）の特徴はクラスの 分の が友人同士という比較的まとまりの良かっ

たことである。そこで学生に各グループ ないし 名程度のグループを三つ作るように指示

を出した。その結果仲の良いグループが二つ、他の学生で一つのグループを作った。後者の

グループについては筆者が様々な配慮を行ったことは言うまでもない。

クラス（ 名弱）は、学生間のつながりが弱いだけではなく一部の学生間の相性にも問

題があった。また音頭を取ろうとする学生もいなかった。そこでこのクラスでは、筆者が相

性及び出席率等を勘案して、三つのグループに編成をした。筆者がグループ分けを行うこと

を心配する学生も散見されたが、グループのメンバーを聞くと安心したのが印象的だった。

から 名ほどの三つのグループに構成した理由は、一般的に最適人数とされていること

のほか学生の出席状況が読み切れなかったことが挙げられる。本グループ学習は冬季の 月

に行われ学生の生活習慣に影響を及ぼすのではないかと懸念した。もっともこの人数だとフ

リーライダーの発生も懸念されたが、確実にグループごとに課題を達成できるようにするこ

とを優先させてあえてこのリスクを甘受した。

適用する教授法等について

目標の設定

・基礎レベル 学習期間中ずっと詳細な目標を与える

この設定に当たっては、先述した富山高等専門学校の を参照した。当該 では図

に示したように目標設定が詳細になされている ）。この項目は 仕様であるが、通常の

グループ学習でも応用できると考えた。本学の初年次教育相当学生であることから高いレベ

ルの設定を避け、学習該当期間である第 回から第 回までの課題について毎回課題を示

し、それらの課題が蓄積されて第 回でレポートが完成するような形で目標を適宜設定し

た。また課題の分量については授業時間内で終えられるように配分した。そのため必要項目

をあらかじめ記載してある定型化された報告書を配布し、それを授業の最後に提出させる形

をとった。

教材の選定

・新聞記事 環境エコロジー 温室ガス減 企業コツコツ 朝日新聞 年

月 日（夕刊）

時時刻刻 大卒漂流 朝日新聞 年 月 日

上記の新聞記事を選定した理由は、以下のように整理される。第一に初年次学生の知識量

で対応できることが挙げられる。この二つの記事を選ぶにあたっておよそ の記事を候補と

してピックアップした。それらの記事は金融・為替、貿易、景気動向、地方自治、国際政治

など多くの分野を網羅させてあったが、予備知識に乏しい学生への事前説明が必要となる内

容が多かった。授業計画上説明に多くの時間を割くわけにもいかず、結局大半の記事はお蔵
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）上述の富山高専の に関する の中から、以下を参照した。
（ 年 月 日最終確認）
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入りとなった。

第二の理由は学生の関心である。前期に学生の関心事項をチェックしたところ環境問題を

挙げる学生が予想のほか多かった。そこで教材のひとつを環境に関する記事から選定しよう

と考えた。ただし将来への意識を高めてもらうために企業の環境問題に対する取り組みを選

んだ。記事 は東京都の温暖化対策の一環として企業に対する規制について述べられている

が、こうした規制は本社機能の集中する東京だから、いいかえれば本社機能の代替可能性が

低いからできるという有識者のコメントも付されており、そこから 地方で企業の温室効果

ガス取り組みに関する問題 へ展開させてくれることを期待した ）。また記事 は、学生の

高い関心という理由だけではなく、就職活動の厳しさを理解して、将来に備えた心構えを涵

養してほしいという狙いもあった。

わずか二つの記事で 回分の教材にすることについては、学生が飽きてしまうのではない

かと危惧したが、以下の二つの理由からこの方式を採用することにした。第一は、熟読玩味

とは言わないまでもこれら二つの教材を読みこむことで記事の内容をより深く理解すること

につながると判断したことである。第二に、より深く理解することによって学生同士の議論

が活発化することを期待したことが挙げられる。第三は、目標設定とかかわりがあり、詳細

な目標を設定するに際して記事の頻繁な変更は目標設定しにくいという理由である。

定型報告書

・記入項目欄が設定してある毎回提出義務付けの定型用紙

報告書については記事を読んで、 問いを立て（および仮説を立てる）、 調査、 調査

結果という枠組みの中で、学生が考えるということに留意した。たとえば記事の選定につい

てもその選定理由の説明を求めた。さらに次週以降の取組計画についても考えさせ計画性を

持つように促した。報告書は毎授業終了時に提出させたが、回を追うごとに報告書のレベル

を上げて目標に到達できるように企図した。

報告書と目標との具体的関係は次ページ図表 報告書と目標達成との関係 のように整

理される。

）結局そこまでの問題意識を醸成させられなかったが、第 回の授業時に一例として挙げておいた。

図表 目標設定のレベル

．学生自身に大まかな目標をリストアップさせ、さらに細かい目標を作らせる

．教師が指針を示しそれをもとに学生が作った目標について、フィードバックを与える

．教師が大きな目標を与え、その目標から学生が詳細な目標を作り、その詳細な目標の

適切さをアドバイスする

．教師が大きな目標と詳細な目標を最初から用意し，プログラムが進むにつれて学生自

身が徐々に目標作りに責任を持っていく

．それが達成できれば 可 がもらえるような詳細な目標を学生に与え、 優 を目指

す学生には自分自身の目標を立てさせる

．学習期間中、ずっと詳細な目標を与え続ける
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図表 報告書と目標達成との関係



一年生対象演習におけるグループ学習の実践と成果（小出）

．実践状況

チーム分けおよび教員の役割

第 回の授業で、第 回までの課題説明および所定の指示を出したのち、先述した要領で

チーム分けを行った。チーム分け完了後、チーム内で代表者を選ぶように指示した。代表者

はチームの意見を取りまとめ課題提出に努めることを役割として付与した。それ以外の役割

分担についてはチームで判断することを付言した。その後、チームごとに定型用紙と報告書

を配布して、制限時間等を通知したのち課題に取り掛からせた（個人課題は別途配布）。授

業の終わりにチームごとに課題を提出させた。学生が課題取組中は、教員は机上間巡回をし

た。

学生の自主性を重んじる授業形式では教員は必要以上の指示や容喙は戒められている。一

般に教員はファシリテーターと呼ばれるが、筆者がこの役割を演ずるにあたって留意したこ

とは以下の点である。通常の講義形式の授業と異なり学生の自主性を促す支援者の役割を任

じた。

課題を付与および実施要領の説明

報告書を配布して学生の作業から距離を置く

教えるのではなく自立性を促進

学生が自ら学習したことを評価する（評価項目については後述する）

報告書については、それらの課題をチェックして、次の授業の冒頭で提出課題を返却し

た。返却の際にチェックした事項は修正を加える必要があることを伝え、フィードバックに

よる課題のレベルアップを図った。いわば教員を介在させた サイクルである。その

サイクルはおおむね以下のとおりである。

報告書提出（毎回） 教員チェック 次回返却および補足説明 チェッ

ク項目の修正 次の課題 報告書提出（前回課題も併せて提出させ、指摘事

項の修正がなされているかを確認した）

教員チェックでは、学生が考える力を少しでも身に着けてもらうために誤字脱字のほかは

極力質問形式のコメントで対応した。また学生の取り組みについてはレベルを批判するよう

なことを避けて、レベルアップを図るようにした。その典型例を三つほど挙げておく。

なぜそう考えますか？

それは具体的には何になりますか？

ほかに何かありませんか？

つまり課題用紙を通じて対話をして学生の考える力を向上させようとしたのである。この



対話法は、古代ギリシャ哲学にさかのぼらなくても、通常の講義形式の授業でも採り入れら

れていることは周知の事実である。たとえば名古屋大学の高等教育センターの手による

では、 学生を授業に巻き込む 方法などが述べられている ）。学生の自主性を尊重しつ

つ、対話をすることによって啓発することの有効性を確認できる。

評価の方法

評価については原則として課題のレベルについては問わず、以下のような基準によった。

むろん学生には周知徹底した。

毎回の報告書の提出

報告書の内容のチェック（とくに理由づけの説明がきちんとなされているかを重視）

チェックされたことがきちんと修正されているか

．成果と問題点

成 果

本課題の取り組みについて以下のような成果があったと考える。

両クラスともすべて提出

項目欄の空白などもなく最低限のことはおさえてあった

期日を守っていた

修正事項について対応してあり、レベルがアップしていた

あるグループの学生は課外に課題として取り組み、密度の濃い報告書を提出した

また、学生に今課題について感想を聞いたところ（少人数のためアンケートではなく、個

別に学生に尋ねた）、 理由付けが難しい 、 理由を考えるのが面倒臭い 、 考えるのがしん

どい といったコメントが多く寄せられたが、これは筆者が最も期待していた回答であっ

た。考えることに慣れていない学生にとって考えることはいささか面倒なのであろうという

予測をしていたからである。こうした方法が学生の考える力を養うことに資すればと願う次

第である。

ある程度一体感があるチームでは、欠席者へ出席を促す学生もいた ）。

問題点

しかしながらいくつかの問題もあった。まず、チーム編成を 名程度にしたが、やはりフ

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）名古屋大学の以下の を参照されたい。（ ）
年 月 日最終確認。

）教員の許可を得たうえで、携帯電話で連絡を取る学生、出席時に前週の欠席を咎める学生などがその代
表である。



一年生対象演習におけるグループ学習の実践と成果（小出）

リーライダーが発生した。役割分担はチームにゆだねていたので筆者は干渉しなかったが、

問題であると考える。第二に、数は多くないにせよ前週欠席者がその翌週の課題を担当する

こともあり、チームとしての課題の取り組みで継続性に欠ける点があった。もっとも欠席者

は課題内容を把握しておらず他の学生から教えてもらい取り組んでいたので、引き継ぎはな

されていたようである。また実際にその課題の内容を吟味しても的を外しているものはな

かった。第三に、授業時間内の完成を基本としていたので、調査方法がもっぱら携帯電話に

よる検索が大半であった ）。また課題用紙に手書きをするので、 の記入方法で混乱す

る学生も見られた ）。

最後に出席率である。平成 年度が初担当であったので定量的に過去との比較はできない

が、出席を促すように配慮していたにもかかわらず、 クラスでは 回もかなりの学生が欠

席する状況となった。課題に問題があるのか欠席学生が出席した際に欠席した理由をたずね

ると、授業内容ではなくアルバイト疲れで寝坊したというような生活習慣に起因する回答が

最も多かった。

おわりに─今後の課題

問題点から今後の課題について三点述べておきたい。

第一に、課題の取り組み上の問題点については、フリーライダー発生を防止する方策を設

ける必要がある。となれば教員の関与が今回以上に必要となろう。学生の自主性を維持しつ

つ、一定のルールを設定し順守させることが必要であると考える。各メンバーがどのような

作業に参加してグループに貢献したのかを報告させると同時にフリーライダーには減点など

の措置を講ずる必要があろう。

第二に、出席率向上については、 アルバイトで疲れた など生活習慣上の要因について

是正が必要である。基礎演習 では生活習慣を身に着けることは直接の目標ではない。しか

し何らかの策を講ずる必要があろう。そのためにも学生の出席率が右肩下がりの傾向を示し

ていることの原因を考究しなければならないと考える。これについては日ごろの授業から継

続的な取り組みが必要であろうと考える。この辺りは今後の検討課題としたい。

第三に、就業力の基礎について継続的な検討が必要である。こうしたプロセスを蓄積させ

ることによって、日常の授業で教員として筆者の発言が学生の就業力の基礎向上の一助とな

ることを期したい。

付記 本実践報告は平成 年度から 年度大阪商業大学教育活動奨励助成費の支援を受けて行った

教育活動の中間報告である。

）調査に用いる資料の持ち込みは認めたが持ち込んだ学生は皆無だった。ただし 名が調査したものを完
成させて提出した。内容も高い水準のもので、課外に取り組んだ理由をたずねると 関心があった から
という答えだった。
）その際、 後で確実に確認できますね と質問して学生に記入の仕方を考えるよう促した。
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